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▶︎ゲスト紹介　南グループガバナー補佐
　　　　　　　久保隆明さん

　　　　　　　　この間の日曜日に青森市の
　　　　　　　ホテル青森において、築舘ガ
　　　　　　　バナーエレクトの壮行会が行
　　　　　　　われました。2830地区各委員
　　　　　　　長が集まり壮行会を行いまし
た。八戸から16名がバスに乗って青森に行き、
壮行会をやって盛り上げて帰ってきました。

　先日、地区事務所から「パキスタンのポリ
オワクチン投与活動の参加募集」案内が来ま
した。ポリオワクチンの投与活動は今までイ
ンドを中心にやってきて、わたしも₅～₆回

行きましたが、だんだんにインドの発生がな
くなってきて、盛り上がりがあまりなくなっ
てきました。
　今回ぜひとも皆さんにも行って欲しいとい
うことで案内がきました。

　　　　　　　○来週、クリスマス例会があ
　　　　　　　りますので、昼例会はありま
　　　　　　　せん。

IMについて
南グループガバナー補佐　久保　隆明さん

　　　　　　　　今回のIMは講演会を予定
　　　　　　　しています。講師は十和田子
　　　　　　　ども食堂実行委員会代表の水
　　　　　　　尻さんという方をお呼びしま
　　　　　　　す。十和田子ども食堂実行委
員会は青森県の中ではかなり積極的に活動し
ている子ども食堂です。大型バスを利用して
焼きたてピザを子どもたちに配っているそう
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です。代表の水尻さんは十和田八甲ロータ
リークラブの会員です。ぜひ皆さんにお聞き
いただきたいと思っています。
　日　時：2023年₂月11日(土祝)
    14：30 登録開始　15：00 式典講演会
　　17：30 懇親会
　場　所：八戸プラザホテル
　登録料：2,200円、懇親会8,000円
　正式な文書が今週発送になりますので、
奮ってご参加くださいますようよろしくお願
いします。

親睦・会場委員会　　　　　増田　　敏委員
　　　　　　　○ニコニコボックスの報告
　　　　　　　◦誕生祝
　　　　　　　　福井哲郎・松本剛典さん
　　　　　　　◦奥様誕生祝　
　　　　　　　　熊谷清一・永澤　信さん
小林幹夫さん　本日のビブリオバトル楽しみ
　　　　　　　ましょう。
築舘智大さん　壮行会ありがとうございまし
　　　　　　　た。
赤澤栄治さん　南部弁の日、正部家さん、ご
　　　　　　　苦労様でした。
橋本八右衛門さん　新春しぼり立ての案内を
　　　　　　　　　いれさせていただきまし
　　　　　　　　　た。
正部家淳司・山村和芳�
　　　　　　　　　　�ニコニコデー
渡辺　孝さん　　　　�

ロータリーの友委員会　　　深澤　隆委員長
　　　　　　　　今月は疾病予防と治療月間
　　　　　　　です。
　　　　　　　　恒例の月１回のビブリオバ
　　　　　　　トルで、今回は₃人の方から
　　　　　　　お話を伺うことになっていま
す。福井さん、増田さん、妻神さんの順で、
妻神さんはオンラインで発表いただくことに
なっています。今回の₃人の方は先月末にお
声がけしたところ、快くやりますと言ってい
ただきました。そろそろ30人の方に発表いた

だいたので、そろそろお願いする方がだいぶ
減ってきました。１月は飛ばして₂月にまた
お願いしますので、宜しくお願いします。

「ロータリーの友」12月号でビブリオバトル
　　　　　　　福井哲郎さん：「健康めし・
　　　　　　　元気めし・ゲン担ぎめし」
　　　　　　　　冊子の中では「わたしの健
　　　　　　　康めし」としてロカボ（低糖
　　　　　　　質食)、玄米採食、地産地消
　　　　　　　というものが紹介されていた
り、「元気めし」ではウナギ、明石焼き、盛
岡じゃじゃ麺も紹介されています。「ゲン担
ぎめし」では皆さんさまざまなこだわり食材
を紹介されて、中身的にけっこう読み応えの
ある記事で、楽しく拝見させていただきまし
た。
　Ｐ14以降につきましては、「ピンピンコロ
リは食事から」ということで、先日この例会
でもピンピンコロリのお話が少し出ていたか
と記憶していますが、その辺のところが詳し
く書かれていました。
　人それぞれ死生観がありますが、一般的に
は死ぬ間際まで自分自身のこと、身の回りの
ことは自分でちゃんとできて、あと周囲とコ
ミュニケーションをとりながら、最期は眠る
ように最期を迎えるということ、そんな終わ
り方はいいと思われている方がけっこう多く
て、それを“ピンピンコロリ”という言い方
をしていることでした。
　この記事ではピンピンコロリを実現するた
めには毎日の食事を大切にすることがとても
重要ですと書かれています。それに付随する
形でけっこう今どきの食の新常識、栄養ドリ
ンクの選び方、果物はいつ食べればいいかな
ど、ちょっと興味を引かれるような記事の内
容もありました。詳しくは記事をお読みいた
だければなと思います。
　話はそれますが、青森県の健康寿命を調べ
てみました。₂年ほど前のデータですが、青
森県の健康寿命で男性の場合は健康年齢が
72.7歳。平均寿命が81.4歳ですので、この差
が8.7歳ある。女性の場合は健康年齢が75.4

委　員　会　報　告
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歳、平均寿命87.5歳で12.1歳の差があります。
これは今のは県の数字ですが、八戸市もほぼ
同じような数字になっています。全国と比較
するとやっぱり短命県ということもあって、
１、₂年低いような形です。
　これを言い換えますと、一般的に人生の晩
年において平均すると８～12年くらいは何ら
かの障害、病気で不自由な生活を送られる方
がけっこう多いということを改めて感じま
した。わたし自身メタボ体型ですので、改
めてもっと健康、食というところに気を使わ
なければいけないと感じた次第です。人生、
元気に豊かに過ごすためにはやはり『食』
がとても大事だと言うことを感じていただ
いたり、日頃料理を作ってくれている奥さ
まへの感謝の気持ちを、これをきっかけと
してぜひこの記事を読んでみてはいかがで
しょうか。

増田　敏さん：「コロナ禍とワンヘルス」
　　　　　　　　この記事は日本医師会名誉
　　　　　　　会長の横倉義武さんが書いた
　　　　　　　記事です。横倉さんは1944年
　　　　　　　福岡県生まれ、第19代日本医
　　　　　　　師会会長、第68代世界医師会
会長を歴任されて、現在は横倉病院理事長、
医学博士、大牟田北ロータリークラブ会員で
す。
　「変異するコロナウイルス」、「人と動物の
健康は環境から」、「ロータリアンは傍観者で
はなく自ら行動する」の₃つの項目から構成
されています。細かな内容はお読みくだされ
ばわかると思いますが、じゃっかん紹介しま
す。
◦コロナウイルスについて：リボ核酸RNA
を遺伝子情報とする二十膜を持つウイルス。
家畜や野生動物、わたしたちの身の回りに生
息する動物がこのウイルスに感染するそうで
す。多くの場合は宿主、動物が軽症の呼吸器
症状や下痢を引き起こすだけだ。家畜缶では
伝染性がある。そんな中で2002年、中国広東
省で人に移って感染したSARSや2012年中東
で発生したMERS、今回のCOVIT19となっ

てきている。
◦人と動物の健康は環境から：ワンヘルスは
人間、動物、環境。生態系の₃つの健康がつ
ながったものだと考える。これは古くから医
学のほうでは考えられてきました。大規模な
森林伐採や急速な都市化で人間社会にコロナ
ウイルスが侵入してきてしまった。免疫を高
めるのは適度な運動で体を温める。ぐっすり
寝る。食事のバランスを整える。入浴で体を
温める。思い切り笑う。
◦「ロータリアンは傍観者ではなく自ら行動
する」：ロータリアンはただ傍観者ではなく、
自ら行動してください。わたしがコロナとワ
ンヘルスの題目から想像するに、もっと医学
的な文面が多いのかと勝手に思い描いていま
したが、感染症を防ぐには環境を守ること。
各自の免疫力を高める₅つの行い。環境保護
的な内容や戦争をやめ、世界平和を推進する
必要はあります。そういったことから、ロー
タリアンとして自ら行動する必要があるとい
うようなことを話しておられますが、具体的
にはどういうことをしたらよいかは直接は話
されていません。横倉さんはたぶんこの記事
を読んでもらうと、各自の具体的な行動が想
像できるのではないかと訴えられていると思
いますので、ぜひご一読いただければと思い
ます。

妻神和憲さん（オンライン)「友愛の広場…
ロータリーを一言で説明すると」
　　　　　　　　われわれロータリアンに
　　　　　　　なってふだん活動しておりま
　　　　　　　すと、ロータリーとは縁のな
　　　　　　　い方々に「ロータリークラ
　　　　　　　ブって何をするところ？」と
聞かれ、お互いに困ることはありませんで
しょうか。わたしは年が明けますとロータ
リー歴17年目に突入しますが、いまだにロー
タリーを簡潔に説明しろと言われても、ロー
タリーがわかったような、何もわかってい
ないような、常に頭の中に“？”がついて
いる状態です。皆さま方はいかがでしょう。
皆さま方は一言で説明しろと言われて、パッ



と答えられますでしょうか？ぜひ自分なり
にロータリーの簡潔な説明を考えてみてく
ださい。
　寄稿者の横田さんはロータリーを考えると
いうことは自分にとってロータリーとは何な
のかを自分自身に問うこと、とおっしゃって
います。そしてロータリーはこうだと言える
ようになると、人からロータリーで何です
か？と問われたときには、慌てることなく
答えることができるとも言っています。「自
分でロータリーを考え、自分のことばでロー
タリーを説明する」ことが地域へのロータ
リーの広報につながり、ひいては会員増強
につながっていくだろうとも述べておられ
ます。
　そこでわたしなりの説明を考えてみました。
ロータリーを一言で説明するとすれば、
「ロータリーは自己修養、鍛錬の場所」とわ
たしは考えました。少し抽象的過ぎるので簡
潔に説明するとすれば、ロータリーはいろい
ろな人と知り合い、良い仲間を作り、その仲
間と語り合いながら遊んだり、学んだり、行
動しながら自分を成長させる場所」と説明し
たいと思っています。『わたしはロータリー
の一番の魅力は人との出会いだと思っていま
す。仕事や日常の社会生活では知り合うこと
のできない人々が集い、気がつけば気心知れ
て、打ち解けて語り合い、いろいろな活動を
通して心を磨き、その磨いた心、精神をもっ
て自分の職業に活かし、職業奉仕といった社
会貢献をする。』というのがわたしの考える
ロータリーの根幹です。
　これは違うよという方もおられるかと思い

ますが、百人百通りのロータリーがあっても
いいと思っています。皆さま方もぜひロータ
リーを一言で、もしくは簡潔に説明する自分
なりのロータリーを考えてみてください。そ
の考えた説明を皆で集まって、一杯やりなが
ら一人一人発表していくような企画も楽しい
のではないかと思っています。このような感
じでこの寄稿文の紹介をして閉じたいと思い
ます。
　先ほどの増田さんのウイルスのお話は素晴
らしいお話しでしたので、増田さんの紹介さ
れた「コロナ禍とワンヘルス」もぜひご一読
いただければと思います。ワンヘルスはこれ
からとても重要な大事なことです。

　以上予定していました₃名の方の発表を終
わります。記事の内容はともかく、発表を聞
いて記事を読んでみたくなったという発表に
挙手をお願いします。今回はひじょうに接戦
でしたが、福井さんが勝者になります。今回
の発表者に商品をお渡しします。
　以上でビブリオバトルを終わります。いろ
んなロータリーの友への付き合い方、年度に
よってIDMを開いたり、ビブリオバトル
だったりといろいろ形を変えてロータリーの
友を啓発してきました。今回のビブリオバト
ルで30名くらいの方に発表いただいて、そろ
そろ発表いただくことがないので、₂週目に
入るかどうかと会長とも相談しながら決めて
いきたいと思います。まだ発表いただいてい
ない方もいらっしゃいますので、₂月にもう
一度ビブリオバトルの企画を予定しています。
その際は発表いただければと思います。

― ₄ ―

出　　　　席　　　　報　　　　告
出 席 委 員 会

第₃₂₅₃回例会（₁₂月₁₄日） 第₃₂₅₁回例会（₁₁月₃₀日）

出　席　率　　　　　　　　　₆₆．₇％ 出　席　率　 　₇１．₇％ 修　正　　　₇₃．₃％出席率

総 会 員 数　 　　　₆１名 出席数
₄₀名 総 会 員 数　 　　　₆１名 メークアップ ₁名した人数

出席義務会員
₆₀名

出席免除会員
１名

欠席数　　　
₂₀名

出席義務会員
₆₀名

出席免除会員
１名 欠　席　数　　　₁₆名



　クラブ恒例のクリスマス家族会は12月21日
午後₆時30分から家族やゲストを含めて50名
出席で八戸グランドホテルで行われました。
　例会は松本副幹事の司会により会長要件、
幹事報告とありました。引き続きクリスマス
パーティでは増田親睦副委員長の司会で会長

挨拶、そして種市会員の乾杯の発声で始まり
ました。
　アトラクションは「ハルモニア」によるピ
アノとサックスの演奏でした。
　中締めは紺野会長エレクトの一本締めでお
ひらきとなりました。
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第３２５４回　ク リ ス マ ス 家 族 会 ２０２２．１２．２１
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